
2005   

第５期 ボランティア電話相談員募集 
『 子どもの虐待ホットライン・かがわ 』 
―電話相談員養成講座― 

主催 NPO法人 子どもの虐待防止ネットワーク・かがわ 

 
 

あなたの 力を 求めています！ 

子どもの虐待は特別な人の問題ではありません。誰でも起こす可能性があり、自分

では気が付いてなくても虐待をしていることもあります。社会みんなの課題です。 

 
 
応募資格   子どもの虐待防止に関心がある方。２２歳～５５歳ぐらいで、火･木･土のう

ち週に 1 回以上、ボランティアとして活動できる方。当会が認定した研修を

４０単位以上受講できる方。 

 
研修期間    平成 1７年７月 ～ 平成 18年４月 

 
会  場   香川県高松合同庁舎 精神保健福祉センター ２F会議室 

（高松市松島町 1丁目１７－２８） （高松市文化センター西隣） 

高松市民文化センター 会議室（※ 第 1回の講義はここです） 

 
募集人員   ３0名程度 

 
応募書類   ①「応募理由」についてお書き下さい。（800 字以上 1200 字まで） 

② 養成講座申込書   （※ 応募書類は FAX、電話でご請求ください。） 

 
受 講 料   30,000 円 

 
申し込み   郵便かＦＡＸで、応募書類をお送りください。 

（参加希望者多数の場合、選考の上受講票をお送りいたします。） 

 
提 出 日   平成 17年７月５日（火）必着 

 
問い合せ   NPO法人子どもの虐待防止ネットワーク・かがわ 

   〒７６１－８０７４ 香川県高松市太田上町７４-５ 

ＴＥＬ ０８７-８８８-０７５８（火･木･土 10:00～1６:00） 

       ＦＡＸ ０８７-８８８-１０７０ 

       メールアドレス  kcap999@siren.ocn.ne.jp

 
※ 相談員希望でなく、部分受講をご希望の方はご相談下さい。講義、セミナー、市民講座は受講できます。 

 

 

mailto:kcap999@siren.ocn.ne.jp


 

2005年度 第５期 電話相談員養成講座 予定表 
 月  日 時間 研修内容 講師 

① 
７月 14日（木） 10:00～10:30 

 
10:30～12:00 

開講式 
オリエンテーション KCAPNの活動について 
講義「香川県の子どもの虐待」 

香川県子ども女性相談セ

ンター 子ども課 課長 
久保田 英俊 氏 

② 7月 14日（木） 13:00～15:00 カウンセリング講義 
「電話相談における虐待防止の役割」 

臨床心理士 
溝淵 由理 氏 

③ 7月 27日（水） 10:00～12:00 カウンセリング講義 
「グループワーク・自分を知る」 

四国学院大学 講師 
濱田 知美 氏 

④ 8月 18日（木） 13:00～15:00 講義 
「ボランテイアとは？自己実現と組織性」 

子どもの虐待防止ネットワーク･

あいち理事   兼田智彦 氏 

⑤ 8月 19日（金） 10:00～12:00 セミナー 
「学校関係者のための虐待防止概論（初級編）」 

⑥ 8月 19日（金） 13:00～15:00 セミナー 
「学校関係者のための虐待防止概論（実践編）」 

NPO 法人 子どもの虐待
防止ネットワーク･あいち

理事 
兼田 智彦 氏 

⑦ 8月 20日（土） 10:00～12:00 講義 
「電話相談概論」 

子どもの虐待防止ネットワーク･

あいち理事   兼田智彦 氏 

⑧ 9月 1４日（水） 13:00～15:30 カウンセリング講義 
「話の聞き方 １」 

臨床心理士 
溝淵 由理 氏 

⑨ 9月 26日（月） 10:00～12:00 講義 
  「子どもの虐待総論」 

NPO 法人 子どもの虐待防止ネットワ
ーク・かがわ 理事長 中添 和代 

⑩ 10月８日（土） 10:00～12:00 定例会・市民講座 
講演「子どもの虐待防止活動を推進して」 

高知県佐川町教育委員会 
寺尾 大栄 氏 

⑪ 10月 12日（水） 13:00～15:00 カウンセリング講義 
「話しの聞き方 2」 

臨床心理士 
溝淵 由理 氏 

⑫ 10月 14日（金） 13:00～15:00 講義 
「子どもの発達と子育て不安」 

高松赤十字病院 
秋田 裕司  氏 

⑬ 10月 22日（土） 10:00～12:00 講義 
  「児童虐待の現場から」 

岡山中央児童相談所 副参事 
保健師  高橋 千秋 氏 

⑭ 11月 16日（水） 13:00～15:00 講義 
  「親への援助 世代間伝達・DV・当事者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ」 

日本家族再生センター 
味沢 道明 氏 

⑮ 10:00～12:00 講義 
 「被虐待児の心理と援助」 

⑯ 

11月 21日（月） 

13:00～15:00 講義 
 「出産前の虐待防止活動」 

高知県児童相談所  
小児科医師 

澤田 敬 氏 

⑰ 11月 30日（水） 14:30～16:30 カウンセリング講義 
  「コミュニケーション技術について」 

四国学院大学 講師 
濱田 知美 氏 

⑱ 12月 7日（水） 13:00～15:00 講義 
  「心の支援」 

香川大学 助教授 
竹森 元彦 氏 

⑲ 2月  講義 
「相談員の心の健康を保つ」 

岡山大学医学部 医師 
岡田 宏基  氏 

⑳ 3月  演習 
  「危機介入時の電話相談について・ロールプレイ」 

臨床心理士   
溝淵 由理 氏 

○21  4月  カウンセリング講義 
  「グループワーク・自分を振り返る」 

NPO 法人 子どもの虐待防止ネットワ
ーク・かがわ       講師 

 
1月～4月まで月 1回を予定、   ケースカンファレンス 困難事例研修会  香川大学助教授 竹森 元彦 氏 

ケースカンファレンス 事例検討会    臨床心理士   溝淵 由理 氏 
実習         電話相談実習 

3月  講演会 
4月  総会 （講演会 認定式（認定書授与））  
ロールプレイ、施設見学等が入ります. 
 
・子どもの虐待防止全国大会（札幌）自主参加 
・日本子どもの虐待防止民間ネットワーク会議 事例検討会（名古屋）自主参加  
 
認定のために  

講義は約 2時間を 1単位とし、その他実習等を合わせて、全 45単位の内、40単位以上取得した方に電話相談員としての
認定を致します。 
 

※ この事業は (社)香川県共同募金会の助成金をいただいています。 
 
 


